
100～85点 優秀

平成２９年 84～70点 良好

69～60点 普通

１月工事成績評定公表分 59～50点 やや不良

49点以下 不良

件数 契約ＮＯ 工事名 受注者名 評定点 判定

1 428-10205 四日市市 大矢知町 地内 大矢知54号線舗装整備工事 ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 79 良好

2 428-10145 四日市市 久保田一丁目 地内 久保田5号線道路施設整備工事 あんしん工事のﾓﾘﾓﾄ 75 良好

3 428-10198 四日市市 智積町 地内 智積5号線舗装整備工事 聖建工㈱ 81 良好

4 428-10156 四日市市 大字東阿倉川 地内 大字東阿倉川市単土地改良工事(水路工) 伊藤管機工業㈱ 77 良好

5 428-10165 四日市市 小生町 地内 小生11号線道路施設整備工事 ㈱ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝ 77 良好

6 428-10137 四日市市 坂部が丘五丁目 地内 坂部保育園内装改修工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 70 良好

7 428-10190 四日市市 西日野町 地内 笹川中学校ｶｰﾃﾝ設置工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 71 良好

8 428-10148 四日市市 羽津町 地内 羽津14号線側溝整備工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 76 良好

9 428-10147 四日市市
東新町
及び浜一色町

地内 東新9号線ほか2線側溝整備工事 ㈱ｱｽﾄ 75 良好

10 428-10158 四日市市 大宮町 地内 羽津小学校ﾌﾟｰﾙ水槽塗替工事 幸和産業㈱ 66 普通

11 428-10200 四日市市 三栄町 地内 阿瀬知川左岸2号線道路施設整備工事 日南開発㈲ 81 良好

12 428-10136 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎火災報知受信機更新工事 東報電産㈱ 75 良好

13 428-10132 四日市市 楠町北五味塚 地内 北楠駅前石原南五味塚線舗装整備工事 ㈱伊藤興業 81 良好

工事場所
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14 428-10080 四日市市 安島一丁目 地内 西浦安島1号線ほか1線歩道改築工事 ㈱ｻﾝﾛｰﾄﾞみえ 78 良好

15 428-10103 四日市市 北小松町 地内 北小松町市単土地改良工事(揚水機工)その2 ㈱三重機器 71 良好

16 四日市市 八王子町 地内 八王子町排水路修繕工事 ㈲福森工業 74 良好

17 428-10141 四日市市 高花平二丁目 地内 高花平16号線再舗装工事 ㈱中村組 79 良好

18 428-10197 四日市市 川島町 地内 川島園11号線舗装整備工事 ㈲ﾔﾏｺｳ 73 良好

19 428-10257 四日市市 東日野町 地内 市管理道路(東日野町)道路施設整備工事 ㈲山下技建 77 良好

20 428-10161 四日市市 追分一丁目 地内 追分3号線側溝整備工事 ㈲平山建材 73 良好

21 428-10117 四日市市
東富田町
及び富田浜元町

地内 十四川浚渫工事 ㈱東産業 73 良好

22 428-10140 四日市市 新正四丁目 地内
食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場豚自動背割機更新
及び豚自動搬送ｺﾝﾍﾞｱ整備工事

花木工業㈱大阪支店 74 良好

23 428-10194 四日市市 坂部が丘二丁目 地内 坂部が丘西坂部線側溝整備工事 一瀬技建 76 良好

24 428-10206 四日市市 和無田町 地内 和無田3号線舗装整備工事 ㈱出建 77 良好

25 428-10162 四日市市 平津町及び平津新町地内 平津新町35号線ほか1線道路改良工事 ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 76 良好

26 428-10176 四日市市 松寺二丁目 地内 松寺公園整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 73 良好
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27 428-10128 四日市市 小牧町 地内 小牧北3号線ほか1線側溝整備工事 ㈲東海ﾗｲｽﾞ 73 良好

28 428-10168 四日市市 日永東一丁目 地内 勤労者･市民交流ｾﾝﾀｰ北館排煙設備工事 三鈴産業㈱ 72 良好
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